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１．プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 構成機関
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２. プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 ⽀援内容(1)
① 事業承継診断（資料１参照

事業承継に向けた準備の必要性・重要性を認識していただくため、
⾝近な⽀援者（事業承継サポートネットワーク構成機関）が中⼼
となって、事業承継診断を実施
（今年度実績：2,597件…11⽉末までの累計）

② 個者⽀援（個別相談等）
「北海道事業承継コーディネーター」「事業承継⽀援ブロック
コーディネーター」（6地域10名）が地域の⽀援機関と連携して
企業訪問等により、個別相談・事業承継計画策定（課題整理）
⽀援等の個者⽀援を無料で実施
（今年度実績：155件…11⽉末までの累計）
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③ 専⾨家派遣（資料2参照）
多岐にわたる事業承継課題に対して、専⾨的な知識、経験を有する
専⾨家（⼠業者等）を無料で派遣し、事業承継課題の解決に向けた
適切な指導・助⾔を実施 （今年度実績：40回…11⽉末までの累計）

・専⾨家派遣回数：年度内3回程度／1対象企業
・専⾨家登録数：87名

④ セミナー開催
事業承継の意欲喚起を図り、道内中⼩企業の事業承継を推進するため、
事業承継の進め⽅の説明、⽀援機関による取組事例紹介等を内容とする
セミナー開催（今年度は12⽉9⽇オンラインにて開催済）
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２. プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 ⽀援内容(2)



⑤ 経営者保証業務（新規業務）（資料3参照）
中⼩企業の事業承継にとって、経営者の個⼈保証が⼤きな障害

（後継者候補が経営者保証を理由に事業承継を拒否）

事業承継時の経営者保証解除に向けた
「経営者保証コーディネーター」による⽀援制度創設

・「経営者保証に関するガイドライン」の充⾜状況確認
・各⽀援機関等との連携による経営の磨き上げ⽀援
・専⾨家派遣を通じた⾦融機関との保証解除交渉（⽬線合せ）⽀援
・経営者保証コーディネーターによる確認により保証料⼤幅軽減
（新たな信⽤保証制度利⽤の場合）
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２. プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 ⽀援内容(3)



経営者保証業務の⽀援スキーム等

⾦融機関、商⼯会・商⼯会議所、⼠業専⾨家等

中⼩企業（相談者）
⽀援対象：概ね3年以内に事業承継を予定している。

または事業承継⽇から3年を経過していない。

事業承継ネットワーク事務局（相談・⽀援申請窓⼝）
業務責任者：経営者保証コーディネーター

・ガイドライン要件充⾜状況等の確認
・専⾨家派遣の実施

⾦融機関
経営者保証の必要性の検討

北海道よろず⽀援拠点 等の⽀援機関
連携して経営改善⽀援

周知活動

⽀援申請（「相談申込書」等提出）

中⼩企業と⾦融機関の
「⽬線合わせ」⽀援（専⾨家派遣）

北海道信⽤保証協会
事業承継特別保証制度の利⽤等

ガイドライン要件未充⾜の際に活⽤を検討

信⽤保証制度の活⽤を検討

ガイドライン要件充⾜に向けた「磨き上げ」⽀援

北海道経済産業局
中⼩機構北海道本部
北海道事業引継ぎ⽀援センター
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資本⾦ ：10,000千円
業種 ：⽔産加⼯業
売上規模 ：250百万円
従業員数 ：23⼈
代表者年齢：70歳代
後継者 ：代表者の甥（40歳代）

1. 相談者の概要

• 経営者は70歳を超え⾼齢になったため、甥を後継
者として指名し、当社にてＯＪＴで技術⾯と経営
管理⾯での教育を進めてきた。

• 事業承継について、株式や資産の譲渡⽅法も含め
ノウハウがなく、どのように進めたら良いかわか
らない。

• ⼯場が⽼朽化している。

2. 相談者が抱える課題

• 事業承継に向けた課題として、①株式移転、②⼯場の⽣産
の在り⽅、③既往借⼊の経営者保証解除を提⽰

• 株式移転については、公認会計⼠を専⾨家として派遣し、
株価概算評価と親族内に分散している株式の集約⽅法提案

• 上記を踏まえたステップごとの事業承継計画作成を⽀援

3. ブロックCOが提供した情報、⽀援内容等

• ⼯場設備の⽼朽化対策や事業展開を⾒据え、株式
・資産の移転準備を進めていきたい。
• 経営者保証解除に向けた⽀援を希望

4. ⽀援・助⾔後の相談者の意⾒(成果)

• ⼯場管理の専⾨家を派遣し、⼯場の⽣産性評価、
設備投資の必要性を確認し、⼯場の⽣産の在り⽅
を前提に置きながら、事業承継が確実に進むよう
⽀援を⾏っていく。

5. 今後の⽀援の⽅向性
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3. プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 ⽀援事例(1)



資本⾦ ：9,000千円
業種 ：洋菓⼦⼩売
売上規模 ：150百万円
従業員数 ：20名
代表者年齢：80歳代
後継者 ：代表者の息⼦（30歳代）

・社⻑は健康に不安を抱え、いつ、後継者（⻑男：
東京で修業経験あり技術⼒が強み）承継するか。

・技術以外の顧客や取引先との関係を、どう円滑に
事業承継していくか。

・持株を含む資産承継をどのように進めるか。
・地元の⼈気店で2店舗運営。店舗改装の設備投資

資⾦の調達と経営者保証問題。

・
・事業承継計画の策定⽀援を提案。税理⼠を専⾨家

として派遣し、株式を含む資産（無形資産を含
む）を計画的に承継することをアドバイス

・株式概算評価と資産（無形資産を含む）の棚卸
の話し合いを実施し、取り組み開始

・今後の設備投資や経営者保証解除のアドバイスに
よる資⾦計画づくりにも着⼿

・着実かつ、円滑に事業承継が進みように地域の
⽀援機関と協⼒し適時⽀援を実施していく。

1. 相談者の概要

2. 相談者が抱える課題

3. ブロックCOが提供した情報、⽀援内容等

4. ⽀援・助⾔後の相談者の意⾒(成果)

5. 今後の⽀援の⽅向性
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3. プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 ⽀援事例(2)



資本⾦ ：4,000千円
業種 ：製造業
売上規模 ：30百万円
従業員数 ：１名
代表者年齢：60歳代
後継者 ：役員（50歳代）

・後継者は決まっているものの、具体的に何を
すれば良いのかわからない。

・事業資産(⼟地・建物・設備)について、個⼈所有
と法⼈所有が混在している。

・売上は市場規模の縮⼩に伴い減少傾向にある。
・後継者に財務⾯の知識・経験が無い。

・事業資産の整理と評価、後継者が今後事業を進めるうえ
で必要となる資産の切り分けを⾏うこと

・代表の引退時期を設定し、事業承継後の組織を想定した
事業承継計画を策定すること

・事業資産の整理と評価を⾏い、後継者が必要とする資産
の買取資⾦を把握することが出来た。

・後継者の⾝近で当⾯の財務⾯をサポートしてくれる⼈材
を確保した。

・代表の引退時期が決まり、事業規模縮⼩を前提に後継者
が個⼈事業として創業することにした。

・後継者の事業資産買取のための資⾦確保を⽬的に⾦融機
関へ融資を依頼すべく、経営基盤を引継ぐことを前提
とした事業計画の策定を商⼯団体が⽀援
→ 必要に応じて専⾨家の派遣を検討

1. 相談者の概要

2. 相談者が抱える課題

3. ブロックCOが提供した情報、⽀援内容等

4. ⽀援・助⾔後の相談者の意⾒(成果)

5. 今後の⽀援の⽅向性
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3. プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 ⽀援事例(3)



資本⾦ ：10,000千円
業種 ：⼩売業
売上規模 ：150百万円
従業員数 ：５⼈
代表者年齢：60歳代
後継者 ：代表者の息⼦（30歳代）

・信⽤保証協会に対し事前相談案件の中で、事業承継
予定事業者に「事業承継特別保証」の提案を依頼

・取引⾦融機関に対し「経営者保証業務」を説明、無保証
⼈、借換、保証料軽減措置等メリットの情報提供

・代表者から、このような融資が本当に可能なのかと驚き
と感謝の⾔葉があった。

・保証⼈解除と借⼊⾦借換で資⾦繰りが⼤幅に改善され、
今後の経営に集中できる体制となった。

・後継者の経営ノウハウ習得が急務であり、⽀援が必要
のため、状況に応じてフォローしていく。

・代表者が⾼齢となってきたので、息⼦⼆⼈への
事業承継を考えている。

・息⼦に対する事業ノウハウや経営管理等の教育
・設備資⾦で借⼊した債務はあと約５年間残って

おり、他に数⼝ある⻑期資⾦返済が気掛かりで
ある。

・既存債務を息⼦に引き継がせたくない。

1. 相談者の概要

2. 相談者が抱える課題

3. 経営者保証COが提供した情報、⽀援内容等

4. ⽀援・助⾔後の相談者の意⾒(成果)

5. 今後の⽀援の⽅向性

（経営者保証解除に向けた⽀援事例）
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3. プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 ⽀援事例(4)



（単位：件）
令和2年度 KPI 北海道 全国合計 北海道シェアー

事 業 承 継 診 断 件 数 8,241 168,000 4.9%
事 業 承 継 計 画 件 数 841 17,500 4.8%
経営者保証⽀援申請件数 587 12,000 4.9%

上記KPIは全国共通
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４. プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業 KPI



プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業
お問い合わせ先
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